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開 催 概 要 

1 会議の名称 

第１8回 日本臨床救急医学会総会・学術集会 

テーマ： 地方型救急医療を考える 

 

2 主催団体の名称 

主  催： 一般社団法人 日本臨床救急医学会 

 

3 開催期間 

2015年（平成27年） 6月4日（木）～ 6月6日（土） 

 

4 開催場所 

会 場 ： 学術集会・総会（2015年6月4日～6月6日） 

諸会議（2015年6月4日） 

富山県民会館 （〒930-0006 富山県富山市新総曲輪4番18号） 

 

5 会議計画の概要 

（1） 会議日程（予定） 

・一般口演 

・パネルディスカッション 

・シンポジウム 

・教育講演 

・教育セミナー 

・招待講演 

（2） 参加者（予定） 

 2,000名 

 

6 実施責任者 

   第18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 

会 長 ： 奥寺 敬（富山大学大学院危機管理医学 教授） 

事務局 ： 富山大学大学院危機管理医学（救急・災害医学）講座内 

        〒930-0194 富山県富山市杉谷2630   
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運営事務局 ： 株式会社ＰＣＯ   

〒939-8063 富山県富山市小杉 120 

          TEL：076-429-5708   FAX：076-428-9156 

     E-mail：jsem18@pcojapan.jp 

    

7 会議の性格と目的 

   日本臨床救急医学会は、救急に関する数多くのテーマを取扱い、我が国の救急医療、救

急医学を進歩させるべく活動している学会です。会員は医師、看護師、救急隊員、薬剤師、

診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、メディカルソーシャルワーカー、医療事

務など様々な職種、職域の方々により構成されています。会員数は約3,500名と多く、年

に一度の学術集会では様々な職種の方が一堂に会し、活発な議論をする場となっておりま

す。 

   第18回学術集会では、「地方型救急医療を考える」をテーマとし、シンポジウム、パネ

ルディスカッション、特別講演、教育講演、ランチョンセミナー等、様々なプログラムを

企画しております。大都市における「都市型救急」とは違った形の「地方型救急医療」に

ついて、その問題点や課題等に対する議論、解決に向けての対応策について幅広い職種の

方々から多くのご意見を頂戴したいと考えております。 

 

8 寄付金・協賛金を必要とする理由 

   第 18 回日本臨床救急医学会総会・学術集会は約 2,000 名の参加が予定されており、開

催の準備・運営に関する経費は、総額 77,374 千円が必要と推算されます。これらの経費

は、本来参加者の登録費等個人及び主催者側で負担する経費で賄うのが建前でありますが、

それだけでは賄いきれず、諸団体及び諸会社からの浄財のご援助に頼らざるを得ないのが

実情です。諸経費ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、是非とも格別なご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。 

mailto:jsem18@pcojapan.jp
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9 収支予算案 

【収入の部】 

2014年 7月現在 

項目 金額（円） 備考 

参加者会費 20,100,000 
一般事前1,000名×10,000円,当日800名×12,000円 

学生事前100名×2,000円,100名×3,000円 

意見交換会会費 720,000 事前 180名×2,000円,当日 120名×3,000円 

学会準備金 2,000,000 学会本部より 

補助金 4,800,000 富山県,富山市 

広告収入 2,116,800 ミニプログラム集 25社 

展示収入 24,462,000 270,000円×90小間、書籍展示 16,200円×10小間 

共催セミナー収入 13,176,000 
1,296,000円×2社、1,080,000×4社、 

864,000円×6社、540,000円×2社 

寄附金 10,000,000 企業、団体など 

合計 77,374,800  

 

【支出の部】 

項目  金額（円）  備考 

事前準備費 

通信運搬費 800,000 会告ポスター等発送、架電、FAX、E-mailなど 

学会開催準備業務費 6,680,000 演題処理、事務局運営費など  

事務用消耗品費 200,000 事務用品 

印刷物・制作物費 5,340,000 ＨＰ、プログラム集、ポスター、ネームカード、封筒 

雑費 980,000 各種案内書類作成、前回大会視察費など 

当日運営費 

会場借用料 7,700,000 富山県民会館、富山第一ホテル（付属設備含む） 

機材費 15,000,000 持込機材費、オペレーター 

看板作成費 3,000,000 立看板、誘導サインなど 

設営費 6,000,000 各会場、意見交換会会場、展示小間設営など 

講師招聘費 9,300,000 講師謝金、交通費 

旅費交通費  1,500,000 スタッフ交通費 

人件費 5,000,000 当日運営係員人件費、アルバイト 

会議費 1,000,000 理事会等各種委員会費用（会場費含む） 

飲食関係費 3,000,000 意見交換会、会長招宴費用、ドリンクコーナー 

消耗品費 500,000 当日使用事務用品、消耗品など 

雑費 1,500,000 スタッフ弁当代、当日現金管理委託費など 

事後処理費 2,000,000 御礼状作成送付、監査報酬、報告書作成業務など 

事業委託費 7,700,000 運営管理費 

雑費 174,800 振込手数料その他 

合計 77,374,800    
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寄附金募集要項 

 

１． 募金の名称 

第18回 日本臨床救急医学会総会・学術集会 寄附金 

 

２． 募金の目的 

第18回 日本臨床救急医学会総会・学術集会 運営資金の調達 

 

３． 募金目標額 

10,000,000円  

 

４． 募集期間 

2014年(平成 26年) 6月 2日（月）～2015年(平成 27年) 6月 3日（水）まで 

 

５． 協賛金・寄附金の使途 

第18回 日本臨床救急医学会総会・学術集会の運営費用に充当 

 

６． 申し込み方法 

申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはメールにて運営事務局までお申し込みくだ

さい。 

 

７． お振込先 

口 座 ： 北陸銀行 呉羽支店（120） 普通預金６０２１３５０ 

第１8回日本臨床救急医学会 奥寺敬  

（ダイジュウハチカイニホンリンショウキュウキュウイガクカイ  オクデラヒロシ） 

 

８． 運営事務局（お問い合わせ・お申込み先） 

    株式会社ＰＣＯ     担当：高桑・追分・松澤 

    〒939-8063 富山県富山市小杉 120 

    TEL：076-429-5708  FAX：076-428-9156 

    E-mail：jsem18@pcojapan.jp 

mailto:jsem18@pcojapan.jp
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FAX返信用紙（FAX：076-428-9156） 

ＦＡＸ返信締め切り 2015年 6月3日（水） 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 運営事務局 宛  

（株式会社ＰＣＯ内） 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 

 寄附申込書 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会への 

寄附を申し込みます。 

 

寄付金額 金                 円也 

 

申込日：   年  月  日 

送金日         年      月      日 ( 予 定 ・ 済 み ) 

請求書 要 ・ 不要 (お宛名                    ) 

領収書 (お宛名                                 ) 

貴社名  

所在地 

(〒      -         ) 

 

 

ご担当者 

お名前 

担当部署 

TEL : FAX : 

E-mail : 

 ご協力、ありがとうございます。 
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富山大学 寄附制度について 

 

１.概要 

この制度は、富山大学が企業や個人等の寄附者から、教育研究の奨励を目的とする寄附金を受

入れ、学術研究や教育の充実・発展に活用する制度です。 寄附金は、富山大学の教育・研究等の

ために使用され、その成果を通じて、広く社会に還元されます。 

また、国立大学法人に対する寄附となりますので、税制上の優遇措置があります。 

 

２．寄付の目的 

 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）危機管理医学講座に対する教育研究助成 

 

３．申込方法 

 富山大学のＨＰ（寄付金制度について http://www3.u-toyama.ac.jp/sangaku/labo_05.html）をご確

認の上、大学規定の申込書を富山大学へご提出ください。 

 申込書の記載方法に関するお問い合わせは、下記運営事務局へお願いいたします。 

 

４．お問い合わせ先 （第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 運営事務局） 

    株式会社ＰＣＯ     担当：高桑・追分・松澤 

    〒939-8063 富山県富山市小杉 120 

    TEL：076-429-5708  FAX：076-428-9156 

    E-mail：jsem18@pcojapan.jp 

 

mailto:jsem18@pcojapan.jp
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共催セミナー募集要項 

1. 募集名称 

第18回 日本臨床救急医学会総会・学術集会 共催セミナー 

2. 募集期間 

2015年（平成 27年） 2月末日まで 

3. 開催日時 

2015年 6月 5日（金） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 1社 大会場（約300名） 

2015年 6月 5日（金） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 2社 中会場（約200名） 

2015年 6月 5日（金） 12：00～13：00（予定） 教育セミナー 3社 小会場（約100名） 

2015年 6月 5日（金） 午後（予定） 共催セミナー 1社  

2015年 6月 6日（土） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 1社 大会場（約300名） 

2015年 6月 6日（土） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 2社 中会場（約200名） 

2015年 6月 6日（土） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 3社 小会場（約100名） 

2015年 6月 6日（土） 午後（予定）  共催セミナー 1社  

 

4. 開催場所 

富山県民会館 

5. 共催費（税込） 

教育セミナー（大会場） 1,296,000円 

教育セミナー（中会場） 1,080,000円 

教育セミナー（小会場）  864,000円 

共催セミナー        540,000円 

 

上記料金には、以下の費用が含まれております。 

・講演会場費 

・控室使用料×1室 

・機材費 （学会で使用している設備） 

・音響照明関係費 (学会で使用している設備） 

・舞台設備費（学会で使用している設備） 

 

※運営スタッフ・お弁当代は含まれておりません。 

※教育セミナーの場合、上記の他、参加者昼食をご準備いただくようお願いいたします。 

 

6. 申し込み方法 

申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはメールにて運営事務局までお申し込みくだ

さい。 

7. お振込先 

口 座 ： 北陸銀行 呉羽支店（120） 普通預金６０２１３５０ 

第１8回日本臨床救急医学会 奥寺敬  

（ダイジュウハチカイニホンリンショウキュウキュウイガクカイ  オクデラヒロシ） 

 

8． 運営事務局（お問い合わせ・お申込み先） 

    株式会社ＰＣＯ   〒939-8063 富山県富山市小杉 120  担当：高桑・追分・松澤 

    ＴEL：076-429-5708  FAX：076-428-9156   E-mail：jsem18@pcojapan.jp 

mailto:jsem18@pcojapan.jp
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FAX返信用紙（FAX：076-428-9156） 

ＦＡＸ返信締め切り 2015年 2月28日（土） 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 運営事務局 宛  

（株式会社ＰＣＯ内） 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 

 共催セミナー申込書 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会の共催セミナーを申し込みます。 

 

開催日時 内容 会場 チェック 

2015年 6月 5日（金） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 1社 大会場（約 300名）  

2015年 6月 5日（金） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 2社 中会場（約 200名）  

2015年 6月 5日（金） 12：00～13：00（予定） 教育セミナー 3社 小会場（約 100名）  

2015年 6月 5日（金） 午後（予定） 共催セミナー 1社   

2015年 6月 6日（土） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 1社 大会場（約 300名）  

2015年 6月 6日（土） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 2社 中会場（約 200名）  

2015年 6月 6日（土） 12：00～13：00（予定）  教育セミナー 3社 小会場（約 100名）  

2015年 6月 6日（土） 午後（予定）  共催セミナー 1社   

 

申込日：   年  月  日 

送金日         年      月      日 ( 予 定 ・ 済 み ) 

請求書 要 ・ 不要 (お宛名                    ) 

領収書 (お宛名                                 ) 

貴社名  

所在地 

(〒      -         ) 

 

 

ご担当者 

お名前 

担当部署 

TEL : FAX : 

E-mail : 

（ご担当者の方とご連絡が取れる電話番号をご記入下さい。） 



 11 

広告募集要項 

 

1. 広告媒体名 

第18回 日本臨床救急医学会総会・学術集会 ミニプログラム集 

2. 配布対象 

日本臨床救急医学会 会員 及び 第18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 参加者 

3. 発行部数 

3,000部（Ａ5 一部カラー 約120頁） 

4. 媒体制作費 

2,160,000円 

5. 広告総額 

2,116,800円（募集者数：25社） 

6. 広告掲載料 

 

 

 

 

 

 

7. 広告原稿 

版下は紙焼き、フィルム、データ（CD,メール）など 

8. 申込締切日 

2015年（平成27年）1月31日（土） (版下必着) 

9.  申し込み方法 

申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはメールにて運営事務局までお申し込みくださ

い。 

10. お振込先 

口 座 ： 北陸銀行 呉羽支店（120） 普通預金６０２１３５０ 

第１8回日本臨床救急医学会 奥寺敬  

（ダイジュウハチカイニホンリンショウキュウキュウイガクカイ  オクデラヒロシ）

種類 掲載料金（税込） 募集数 

裏表紙  A5サイズ縦／1頁 162,000円 1社 

裏表紙裏 A5サイズ縦／1頁 162,000円 1社 

表紙裏  A5サイズ縦／1頁 108,000円 1社 

Ａ5版縦／１頁（モノクロ） 86,400円 12社 

Ａ5版横／半頁（モノクロ） 64,800円 10社 
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FAX返信用紙（FAX：076-428-9156） 

ＦＡＸ返信締め切り 2015年 1月31日（土） 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 運営事務局 宛  

（株式会社ＰＣＯ内） 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 

 広告掲載申込書 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会の広告掲載を申し込みます。 

 

申込内容 ※希望の種類にチェックをしてください。 

種類 掲載料金（税込） チェック欄 

裏表紙  A5サイズ縦／1頁 162,000円  

裏表紙裏 A5サイズ縦／1頁 162,000円  

表紙裏  A5サイズ縦／1頁 108,000円  

Ａ5版縦／１頁（モノクロ） 86,400円  

Ａ5版横／半頁（モノクロ） 64,800円  

 

申込日：   年  月  日 

送金日         年      月      日 ( 予 定 ・ 済 み ) 

請求書 要 ・ 不要 (お宛名                    ) 

領収書 (お宛名                                 ) 

貴社名  

所在地 

(〒      -         ) 

 

 

ご担当者 

お名前 

担当部署 

TEL : FAX : 

E-mail : 

（ご担当者の方とご連絡が取れる電話番号をご記入下さい。） 

 

ご協力、ありがとうございます。 
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機器展示募集要項 

 

1. 募集期間： 2015年（平成 27年）2月末日まで 

 

2. 開催日時： 2015年（平成 27年）6月 4日（木） 13：00～18：00（予定） 

6月 5日（金） 9：00～18：00（予定） 

6月 6日（土） 9：00～17：00（予定） 

 

3. 開催場所： 富山県民会館  

 

4. 出展料： 1小間あたり 270,000円 

【基本ブース仕様】 

・ 幅1,800×奥行 1,350×高さ2,500（ｍｍ） 

・ バックパネル：木軸ベニヤ下地、経師仕上げ（オフホワイト） 

・ 社名版：幅900×高さ 150（ｍｍ）（シロ下地、ゴシック体クロ文字） 

・ 展示机：W1,800×D600×H700（ｍｍ）1小間につき 1脚 

・ 電源：500Wまで無料 

・ 蛍光灯：40W １本 

※上記以外の装飾、電気配線など一切は出展社各位でご負担いただきます。 

※備品および電気器具を使用される場合は展示申込書にご記入ください。 

 

5. 募集小間数： 90小間 

 

6. 申込方法：   

別紙申込書に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸまたはメールにてお送りください。 

 

7. 振込先： 北陸銀行 呉羽支店（120） 普通預金６０２１３５０ 

第１8回日本臨床救急医学会 奥寺敬  

（ダイジュウハチカイニホンリンショウキュウキュウイガクカイ  オクデラヒロシ） 

 

8. その他： 

1) 出展場所の決定については、事務局に一任いただきますようお願い申し上げます。 

2) 各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・災害等

の責任について、主催者では一切負いませんのでご了承ください。 

3) 搬入・搬出やオプションの申込については、後日、設営業者より別途ご案内します。 

4) 出展者の都合による出展申込の取り消しは原則としてできません。やむを得ず出展を

取り消される場合、お支払済の出展料は返金できませんのでご了承ください。 

 

9. 学術集会運営事務局（お申込み先）： 

    株式会社ＰＣＯ   〒939-8063 富山県富山市小杉 120  担当：高桑・追分・松澤 

    ＴEL：076-429-5708  FAX：076-428-9156   E-mail：jsem18@pcojapan.jp 

 

mailto:jsem18@pcojapan.jp
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FAX返信用紙（FAX：076-428-9156） 

ＦＡＸ返信締め切り 2015年 2月28日（土） 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 運営事務局 宛  

（株式会社ＰＣＯ内） 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 

 機器展示申込書 

 

 
申込日：   年  月  日 

貴社名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

印  
 
 

御住所 

〒 

 

御担当者 

 部課署  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

E-mail  

 

 第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 機器展示の申込みをいたします。 

 

 

基礎小間 

・ 

土間小間 
@270,000円 ×      小間 

合計 

 

         円 

 

 

通信欄 
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書籍展示募集要項 

 

1. 募集期間： 2015年（平成 27年）2月末日まで 

 

2. 開催日時： 2015年（平成 27年）6月 4日（木） 13：00～18：00（予定） 

6月 5日（金） 9：00～18：00（予定） 

6月 6日（土） 9：00～17：00（予定） 

 

3. 開催場所： 富山県民会館  

 

4. 出展料： 展示机（W1,800mm×D600mm×H700mm）1台あたり 16,200円 

【基礎小間】事務局が準備する展示基礎小間は下記の通りです。 

・展示机用テーブルクロス 

※上記以外の装飾、電気配線など一切は出展社各位でご負担いただきます。 

※備品および電気器具を使用される場合は展示申込書にご記入ください。 

 

5. 募集小間数： 10小間 

 

6. 申込方法：   

別紙申込書に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸまたはメールにてお送りください。 

 

7. 振込先： 北陸銀行 呉羽支店（120） 普通預金６０２１３５０ 

第１8回日本臨床救急医学会 奥寺敬  

（ダイジュウハチカイニホンリンショウキュウキュウイガクカイ  オクデラヒロシ） 

8. その他： 

1）出展場所の決定については、事務局に一任いただきますようお願い申し上げます。 

2）各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・災害 

の責任について、主催者では一切負いませんのでご了承ください。 

3）搬入・搬出やオプションの申込については、後日、設営業者より別途ご案内します。 

4）出展者の都合による出展申込の取り消しは原則としてできません。やむを得ず出展を

取り消される場合、お支払済の出展料は返金できませんのでご了承ください。 

 

9. 運営事務局（お問い合わせ・お申込み先）： 

    株式会社ＰＣＯ   〒939-8063 富山県富山市小杉 120  担当：高桑・追分・松澤 

    ＴEL：076-429-5708  FAX：076-428-9156   E-mail：jsem18@pcojapan.jp 

 

mailto:jsem18@pcojapan.jp
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FAX返信用紙（FAX：076-428-9156） 

ＦＡＸ返信締め切り 2015年 2月28日（土） 

 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 運営事務局 宛  

（株式会社ＰＣＯ内） 

第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 

 書籍展示申込書 

 

 
申込日：   年  月  日 

 

貴社名 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

印  
 
 

御住所 
〒 

 

御担当者 

 
部課署 

 

ＴＥＬ 
 

ＦＡＸ 
 

E-mail 
 

 

 第 18回日本臨床救急医学会総会・学術集会 書籍展示の申込みをいたします。 

 

 

 

書籍展示料 
＠16,200円 × 展示机     台 

合計 

 

         円 

 

 

通信欄 

 

 

 

 

 

 

 

 


